
第 4 回 日 本 言吾 教 育 連 絡 会 議 事艮 告

国立国語研究所 日本語教育セ ンター客員研究員 土屋千尋

第 4回 日本語教育連結会議はポーラン ド､ウッジ県ス レヨフ市郊外にある国民休暇村公

園ホテル ｢ポ ッドクラシ トージェ｣を会場 として､8月 1日～3日の 3E]間にわたって開

催された｡主催責任者はポ日協会 ウッジ支部の吉田勝一氏､日本側事務は土屋千尋が担 当

した｡

参加者は､ ドイツ フンボル ト大学､スロヴェニ ア東方学会､ブルガ リア ソフィア大

学､モロッコ モハメ ド五世大学､ポーラン ド国内か らミツキェ-ヴィチ大学､ヤギェウ

ォ大学､ポ日協会 ウッジ支部､国際書籍クラブ日本語講座､日本か らの参加 も含め､計 6

か醤主2機関､i8名であったO

今回は ｢東欧の 『民主化』 と日本語教育｣をテーマ として取 り上げたO89年11月ベル リ

ンの壁が崩壊 した当日､偶然にも東ベル リンに着任 したフンボル ト大学講師の報告､会議

開催直前に開講される予定であった日本語集中講座の中止を内戦のために余儀な くされた

スロヴェニア東方学会か らの報告､ 『民主化』推進の過程で日本への関心 と期待の高 まっ

ていく中､長年の懸案であった日本語学科設立がようや く実現 し､初年度を終えたソフ ィ

ア大学からの報告､元モンゴル国立大学講師による ｢モ ンゴルの 『民主化』と日本語教育

｣の報告､慢性的人手不足 と財政難にあえぐポーラン ドの各機関や､財政難から講座 自体

が維持できな くなった国際書籍クラブ日本語講座の報告 など､ 『民主化』の進行状況は国

によってそれぞれ異なるものの､語学教育にいろいろな影響 を与えていることがわか り､

様 々な間霞について話 し合われた.このように国の政治軽済社会状況が語学教育に影響 を

与えるという点においては､モロッコも例外ではない｡湾岸戦争が経済面に与えた打撃 は

大きく､それが学生生活にも暗い影 を渚 としている｡

『民主化』は学生 自身の学ぶ姿勢にも変化を巻き起 こした｡これまでは限 られた学生 が

限 られた環境の中で日本語を学び日本語を使 うだけであったのが､ 『民主化』の中で大学

の門戸 も開かれ始め､より多 くの学生が､実用的な日本語､つまり自由に使いこなせ る日

本語を学びたいと考え始めるようになっている｡今回会議のプログラム研究発表部門の ア

ン ドレイ ･ベケシュ氏の ｢尻尾は犬を振っていた-クローズ組み合わせにおける日英比較

- (連体修飾の語板を中心に)｣､ロベル ト･カシャ氏の ｢El本語教師に真に求め られ る

もの｣などの発表 は､実際に通 じる生きた日本語を教 えたいと考えている会議参加教師 た

ちに大 きな刺激 となった｡

また日本からの参加者による日本国内の日本語教育事情についての発表は､日頃 日本語

を教えることのみに追われ､日本語教育情報のインプ ッ トのチャンスが少ない海外の 日本

語教師たちにとって､今現在の生 きた情報を得ることができ､大いに役に立 ったO

さて､今回の会議会場 となったウッジ市では､1982年 にポ臼協会 ウッジ支部が開設 され

て以来 ､吉田勝一氏が中心 とな り､日本語講座開催 だけにとどまらず､書道講座､お りが

み教室 ､ポーラン ド国立人形劇場 と共同での文楽研究活動など地域に根づいた活動 を行 っ

ている｡地域の人 々の日本に対する関心は強 く､今回の会議 も地元の新聞 中ラジオで報道

され人 々に広 く紹介された (参考資料参照)o昨今 はEj本語プ-ムといわれ､確かに E3本



語を勉 強する人 々は世界中で急増 しているが､諸般の事情 か らブー ムを長続 きさせ ること

はなかなか困難 なことである｡それにもかかわ らず､たい した経靖的バ ックのないウッジ

市で地域の人 々の大 きな理解 と協力を得て､毎年活動の成果 を生み出 しているのは､吉田

氏個人の献身的 な努力の賜物 である.地域に根ざ した息の長 い地道 な活動が続けられてい

るウ ッジ市 を舞台 に今珂の会議が開催 されたことは誠に喜 ば しいことであったO
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第 4 [司 巨ヨ本 吉吾 教 育 連 絡 会 議 プ ロ グ ラ ム

8月 1巨]

9:00 開会の辞

9:10 機関報告及び各国日本語教育事情

ドイツ フンボル ト大学

ブルガ リア ソフィア大学

モロッコ モハメ ド五世大学

スロヴェニア東方学会

モンゴルEg立大学

ポーラン ド ヤギェウォ大学

羽太 園

幸崎光晴

谷口英美

アン ドレイ qベケシュ

土屋順一

坂本-恵

ミツキェ-ヴィチ大学 ジョンデク ｡なぎさ

T7ノヾ 1I,L｡寸書ごノ1一- ､ノVJ /V､/l一

深井千枝

ポ日協会 ウッジ支部を中心 とした

ウッジ市での日本語教育活動 テレサ ｡カスプシツカ

吉田勝一

クラコフ国際書籍クラブ日本語講座 アンジェイ ･コヴァルナス

13:00 昼食

14:30 日本国内日本語教育事情

｢海外 Ej本語教師短期研修と情報交流の可能性について｣ 飯田恵己子

｢学習者同志で楽 しく学ぶ練習のアイデ ィア 小松知子

-コミュニケーションのために書く-｣

｢最近の日本語教育の周辺事情｣

17:30 第- 日日閉会

8月2日

9:00 研究発表

｢尻尾は犬を振 っていた

-クローズ組み合わせにおける日英比較 -

(連体修飾の語願を中心に)｣

｢日本語教師に真に求められるもの｣

13:O

且4:0

17:0

日う:O

土屋願-

アン ドレイ ･ベケシュ

ロベル ト｡カシャ

｢モンゴル人学習者の日本語に見られる 土屋千尋

モンゴル語の韻律の干渉｣

昼食

スレヨフ市長表敬訪問

来年度会議開催計画

開会の辞
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5:tは! ホテル出発

ウッジ市内観光

ショパン生家見学

iZ:tH,1 ワル シャワ日本大使館にて大使主催の昼食会

i4:()8 現地解散

参 力m 者 名 纂葦

-i99i年 iiR まE]章昆在-

アンジ ェィ ,コヴ ァル ナス 触drze､igtBWaiunas (ヤギ ェウ才大学､邑際書籍 クラブ)

やS.管主CE｡kulL hTa詔ltjr:Eie 3′/且9三Ⅹp.

3O i47乾rakも常 FjOLA押D

アン ドレイ Lhぺケシュ 触 dreLiBe敗eまく筑波大学､ス ロヴェニア東方学会う

〒 HL-3三:' 東京都世 巨∃谷 区北沢 2--10-i5--lj t3為

飯 彊恵 己子 (Eg際交流基金 ヨ寒語呂際セ ンター:)

〒 lP lL 東京都千代 口区箱EEi神保町2-23--逮

小松知子 (国際交涜基金 E3本譜国際センタ-､文教大学 ;i

〒228 相模原市東林間 7--20…20

佐 々Ef]誠之助 (元ブカ レス ト大学 )

〒 192 八王子市小宮町 299

坂本一恵 (ヤギ ェウォ大学 )

坂本純一

Ai.Kasztano腎a47B

30←227Krakbw POLAND

量感千香子 ブ ッチ ャール Shigemr'rLiChikakoBu己,Br (ス ロヴェニ ア東方学会 )

簡eidenbornstr｡26 BoriTihei嗣

6000Frankfurt/Main GERMANY

ジ ョンデク ･なぎさ NagisaRz等dek (ミツキェ- ヴ ィチ大学 )

Os･Rzeczpospolitej46m.29

Pozna品 poLAND
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谷口英美 (モハメ ド五世大学)

C/0EmbassadeduJapon

70AV.Nati(〕ns-Unies

AgdalRabat, MAROC MOROCCO

土屋千尋 (国立国語研究所､埼玉大学､津凹塾大学､東京国際大学 )

土屋順一 (東京外国語大学)

〒 156 東京都世田谷区赤堤 3- 34-22- 605

テレサ ｡カスプ シツカ TeresaKasprzycka (ポ臼協会 ウッジ支部 )

Ul.Lenartowicza i5m.68

93-i43号二品dz POLAND

羽太 閲 (フンボル ト大学)

ZinzendorfStr_5

1000Berlin21 GERMANY

深井千枝 (ミツキェ-ヴィチ大学)

Ul.Rycerska 12m.1

60-347Poznaム poLAND

堀誉子美 (元ヘルシンキ大学､現名古屋大学)

〒 503 大垣市鞍見町 470-7

真崎光晴 (ソフィア大学 )

真崎利子

C/0EmbassyofJapan

y n . " Ilk)n 5I K 0 B a TIP a 再 H H a" 14

C0(BH月, B rh JIドAPI451 BULGARIA

吉EE勝一 (ポ日協会 ウッジ支部､ウッジ工科大等 ､ウッジ第三大学 )

UL RonstytllCyjna3m.37

90-150L6dz POLAND

ロベル ト心力シャ RoberlJKasza (ミツキェ-ヴィチ大学)

uL Nigalli22a

62-03iLubon POLAND

マーク古 山実 (笹川平和財団)

〒 108 東京都港区三田 3- 12-･12 笹川記念会館



参考資料

1991年 7月31日付 "GtOSporanRy叩紙記事
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